
                                                       

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：平成２６年１０月２1日（火）１０：００～１７：００ 

会 場：京王プラザホテル八王子 ５階「翔王 B」 

東京都八王子市旭町１４－１ 

 

 

 

主催：山梨県 山梨県地域産業活性化協議会 （公財）やまなし産業支援機構 

後援：株式会社山梨中央銀行 山梨信用金庫 

 

 

 

 

 

 

やまなし PR 

マッチングフェア 2014 

写真提供：(社)やまなし観光推進機構 
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１．企業概要 

                    
  

会 社 名  ユウアイ電子工業株式会社 
代表者名  内田裕之   

  窓口担当  内田裕之   

  事業内容  ハーネス製造、各種組立配線 U R L http://www.ui-denshi.co.jp   

  主要製品  ハーネス、制御盤、自動車電装部品、各種組立加工   

  住  所  〒404-0042 山梨県甲州市塩山上於曽６１２番地   

  電話／FAX番号  0553-32-0231／0553-32-0235 E-mail h-uchida@ui-denshi.co.jp   

  資本金（百万円）  10 設立年月日  昭和 44年 7月 売上（百万円）  150 従業員数  40    

                    

２２．．ＰＰＲＲ事事項項  

 

 

・弊社は医療機器、産業機械、自動車、電池等様々な分野に使われているハーネスを製造しています。 

・同軸線、高速伝送ケーブル、極細同軸線、複合ケーブル等、多種多様なケーブルを加工致します。 

・製品の特徴に応じて、試作品から量産品（例：自動車用ワイヤーハーネス）、１個流し生産品（例：原発用ケー

ブル、半導体検査装置用ハーネス）まで、幅広く対応可能です。 

・レーザー加工機で電線を加工することにより芯線の切断を防止し、信頼性の高いハーネスを製造します。 

・防塵性を要求される光ファイバーケーブル等は、クリーンブース（クラス１，０００）内にて加工致します。 

・弊社自慢の認定技能者たちが、高難度の半田付け加工、圧着加工を行います。 

                                     

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．特記事項 
●ＩＳＯ９００１認証取得 （２００２年６月） 
●ＵＬワイヤリング･ハーネス･プログラム認定工場 
●航空機の品質規格ＪＩＳＱ９１００認証取得計画中（２０１５年４月予定）  
●アルミ電線接合技術（半田付け、溶接）は中小企業でＮｏ．１と自負しています。 

-1- 

ハーネスのご相談は弊社まで （試作、多品種少量、短納期、高精度、量産） 

 

☆アルミ製ハーネスの接続技術開発 

軽量化とコスト削減のため注目されているアルミ

電線は接合が困難と考えられています。弊社では独

自のアルミ電線接続技術を開発し、現在は量産化に

向けた研究開発を行っています。 

☆高難度のケーブル加工 （極細線加工） 

楕円形、平型、極細のケーブル等、刃物で加工し難

い電線はレーザーで加工し、信頼性を高めます。 

極細同軸線は１本から試作します。 

【極細同軸線加工実績例】…AWG42（Φ0.29㎜） 

            0.3mmピッチコネクタ 

   

 

  

☆軽量化プロジェクト 

自動車や航空機に必要とされる“軽量化”を、ハ

ーネスの視点からお手伝い致します。 

① 光ファイバーケーブルによる軽量化 

② アルミ電線による軽量化 

 

 

☆様々な業種向けのハーネス生産 

自動車、家電、医療機器、航空宇宙、防衛関連、

産業機械、測定機器、事務機器、通信、太陽光発

電、制御盤等あらゆる産業に向けたハーネスを製

造しています。多品種少量短納期にも対応可能。 
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１．企業概要 

                    
  

会 社 名  株式会社オーテックエレクトロニクス 
代表者名  田倉 和男   

  窓口担当  小澤 行雄   

  事業内容  産業用検査装置設計・製造・販売 U R L http://www.oh-tec.com   

  主要製品  製造検査治具 ・ ＬＥＤ検査装置 ・ 各種検査装置 ・ 設計委託開発   

  住  所  〒400-0215 山梨県南アルプス市上八田１４０－４１   

  電話／FAX番号  055-280-5252 ／055-280-5255   E-mail ozawa@oh-tec.com   

  資本金（百万円）  65 設立年月日  昭和 61年 4月 売上（百万円）  400 従業員数  18    

                    

２．ＰＲ事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．特記事項 
※海外拠点→上海事務所・オーテックエレクトロニクスコリア、ＩＳＯ９００１取得、取引先→国内外メーカー等 
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困ったこと解決します 
 

LED検査装置 

世界最速で電気特性と光学

特性の検査を実施できま

す。搬送メカとの接続によ

る自動検査、卓上での手動

検査が可能です。 

消火ロボット 

火元を紫外線センサｰで感知

し、赤外線カメラにより炎の

ゆらぎ等の認識を行い自動消

化します。検知する炎の大き

さは任意で設定ができます。

（弊社では開発・製造まで） 

直流モータ追従特性試験 

直流モータ回転中のブラシの追従特性の

評価作業を支援する装置です。予め登録さ

れた検査条件設定に従って電圧を上昇さ

せながらの自動検査モードと、電圧を任意

に変更しながらのフリーラン検査モード

を備えています。 

ラベル位置検査 

２５６階調の濃淡画像処理装置をベースに、ラベルが

正確に実装されているか検査する装置です。特徴は、

外光に影響されず安定した検査ができる、ラベルの傾

き・逆方向不良も検知できる等です。 
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１．企業概要 

                    
  

会 社 名  株式会社江北ゴム製作所 
代表者名  菅原 孝夫   

  窓口担当  平山 保政   

  事業内容  各種ゴム製品の製造・販売 U R L http://www.kouhoku.co.jp/   

  主要製品  型成形品/ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ／ﾌﾟｰﾘｰ・ﾛｰﾙ/ｳﾚﾀﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ/ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ品/ﾍﾞﾙﾄ等   

  住  所  〒403-0005 山梨県富士吉田市上吉田 2550   

  電話／FAX番号  0555-24-3001／0555-24-3489 E-mail hirayama@kouhoku.co.jp   

  資本金（百万円）  30 設立年月日  昭和 37年 6月 売上（百万円）  960 従業員数  65    

                    

２２．．ＰＰＲＲ事事項項  

 

 

弊社は、ﾌﾟｰﾘｰ・ﾛｰﾙなどのラギング施工、タンク類の

ゴムライニング、各種工業用特殊ゴム製品加工を始

め、医療機用ゴムやスポーツ関連製品、施設関連、

遊戯施設、機械関連など、幅広い分野に積極的に取

り組んでいます。 

 

また、お客様のご要望に対し誠心誠意努力しお応え

するだけでなく、「お役に立てる製品、また加工法を提

案するスピーディな企業」を信条とし、新製品の開発、

各種ゴムの新処理法・新加工法を探求し、品質･サー

ビス向上に努力しております。

 

   

３．特記事項 

●  平成 4 年  東京都金協会より技術革新・製品開発部門で優秀賞の表彰を受ける。 

● 平成 13 年 日本水道協会より東京工場が検査認定工場に認定される。 

● 平成 15 年 ISO9001：2000認証取得 
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何にでもトライする会社です！  少量生産(試作)より量産まで対応 

●  ゴムライニング 
 
天然ゴム及び各種合成ゴムなどを使用

して、金属をはじめ各種素材の表面を防

蝕・防錆・防音・耐薬品・耐摩耗などを目

的として被膜するもので、化学工業・水

処理装置・大気汚染防止・食品工業など

の分野で重要な役割を果たしています。 

● 型成形品 
 

一般工業用ゴムのほか、防振ゴム・緩衝ゴ

ム・パッキンなど、それぞれの使用条件に

適したゴム質を選定して、成型加工してい

ます。その他、航空機、各種車両、電気機

器・事務機器・医療用ゴムなどにも要望さ

れる高精密型ゴムの製作に最新の技術を

駆使しています。金型も社内で製造してい

ます。 
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１．企業概要 

                    
  

会 社 名  株式会社アルファー精工 
代表者名  植竹 操   

  窓口担当  品田 堅太   

  事業内容  金属エッチング加工/Ni電鋳加工/レーザー加工 U R L http://www.alphaseiko.jp   

  主要製品  メッシュフィルター、シムワッシャー、ラッピングキャリア、面状ヒーター、半導体部品   

  住  所  〒409-0133 山梨県上野原市八ツ沢 2193-265         

  電話／FAX番号  0554-62-1277 / 0554-62-1278 E-mail shinada@alphaseiko.jp   

  資本金（百万円）  20 設立年月日  平成 7年 11月 売上（百万円）  800 従業員数  5500    

２２．．ＰＰＲＲ事事項項  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．特記事項 
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弊社は腐食液、エッチング装置を自社で開発している為、ＳＵＳ以外の難加工材（Ｍｇ,Ｔｉ,Ａｌ,Ｍｏ,

Ａｕ,Ａｇ,インコネル）のエッチングが可能です。 

 電鋳や拡散接合を応用し治工具、金型、流路等も製造実績があります。 

また、反射/透過のホイールエンコーダーやリニアエンコーダーの作製も行っています。 

1,微細エッチング加工、ｔ＝0.001ｍｍ箔の加工が可能です！ 

 超微細メッシュ板（開口□0.05ｍｍ）、微細部品、各種ｔ＝0.001ｍｍシムの加工が可能です。 

 

1ｍｍ 

超微細メッシュ拡大図  

 

プローブピン拡大図 
  

 

2,難加工材、セラミック、樹脂の加工が可能です！ 

 マグネシウム、モリブデン、チタン、金、銀、タングステン、インコネル等のエッチングが可能です。 

 

 

3,Ni電鋳、拡散接合の加工が可能です！ 

電鋳エンコーダー、拡散接合を行っております。 

 

電鋳エンコーダー 拡散接合 2段電鋳ＳＥＭ写真  
 

 

 

 

いかなる案件でも 1個～量産まで、あらゆる分野のお客様のご要望にもお答えします。 

http://www.alphaseiko.jp/
mailto:shinada@alphaseiko.jp
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１．企業概要 

                    
  

会 社 名  株式会社ミツワ精機製作所 
代表者名  都倉 錬三   

  窓口担当  都倉 錬三   

  事業内容  精密プレスの金型設計製作・部品製造 U R L    

  主要製品  カメラ分野・マイクロモータ分野を主とした精密プレス部品関連   

  住  所  〒４０２－００４５  山梨県都留市大幡１１８５番地   

  電話／FAX番号  0554-43-4455/0554-43-4422 E-mail tokura-mitsuwa@xsj.biglobe.ne.jp   

  資本金（百万円）  10 設立年月日  昭和４０年１月 売上（百万円）  612 従業員数  44    

                    

２２．．ＰＰＲＲ事事項項  

 

当社では、金型設計に３次元 CAD/CAMシステム

CAMTUSを使用し、金型設計を熟知した設計者が担

当します。金型製造では、マシニングセンタ・高精度

水中ワイヤ放電加工機等の機械設備を駆使し、サブ

ミクロンに対応すべく熟練工が製作をしています。 

プレス製品は、山田ドビー製高速プレス機を保有、高

精度に加えコスト対応も万全です。更に、コア部品等

の金型内積層は、異形状部品の積層にも対応します。

Nikon製工具顕微鏡を使用し、確かな品質を保証して

います。管理面では、ISO9001を取得、運営していま

す。ISO14001も取得、環境面も考慮しています。社員

の相互信頼（和）を基に、ユーザニーズに応えて参り

ます。 精密治工具設計製作、製品加工、アクチュエ

ータ組立等も、ご依頼お待ちしています！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．特記事項 
●200９年 ISO9001：2008認証取得  ●200９年 ISO14001：2004認証取得 
●株式会社タムロン様よりエコパートナー認定書を受賞。 
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精密プレスの事ならお任せ下さい！金型設計から製造まで高品質でお応えします 

● マシンニングセンタ  ● 高精度水中ﾜｲﾔ放電加工機    ● 高速プレス機     
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１．企業概要 

                    
  

会 社 名  株式会社 多摩電機 勝沼工場 
代表者名  日沖 松美   

  窓口担当  日沖 誠一   

  事業内容  総合精密板金製造 U R L http://www.tamadenki.co.jp/   

  主要製品  レーザ加工、鉄・ステンレス構造物の板金加工、機械加工、装置組立   

  住  所  〒409-1306 山梨県甲州市勝沼町山 1746   

  電話／FAX番号  0553-44-0496／0553-44-1742 E-mail s.hioki@tamadenki.co.jp   

  資本金（百万円）  10 設立年月日  昭和 34年 2月 売上（百万円）  300 従業員数  3300    

                    

２２．．ＰＰＲＲ事事項項  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．特記事項 
主要取引先：東芝エレベータ㈱ 横河マニュファクチャリング㈱ リコークリエイティブサービス㈱ スピードファム㈱ 
        メック㈱ （順不同、敬称略） 
 
本社所在地 214-0008 神奈川県川崎市多摩区菅北浦 3-4-23 
TEL 044-944-4966(代表) 
FAX 044-944-8829 
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弊社はレーザ加工、ステンレス構造物の板金加工、機械加工、装置組立までを行う総合板金加工業です。 

レーザ加工は１９８１年以来、最新式のレーザ加工装置を次々に導入し２５年の経験を有します。また 2011 年には

ディスク YAGレーザ複合機を導入し、低歪のレーザ溶接を開始しました。 

  

 

《製品サンプル》 

八角レシーバー                SUS制御盤                 SUS タンク 

      

ディスク YAG ロボット溶接システム 

◆エネルギー密度が高く、高速低歪溶接 

◆YAG レーザ（出力 3KW、光ファイバー伝送)とロボットの組み合わせで３次

元溶接が可能 

パンチ·ディスク YAGレーザ複合機 

◆高精度な形状や成型加工はパンチ加工、複雑な形状はレーザで加工す

ることでパンチとレーザ両方の利点を合わせて利用できます。 

◆高速ビーディング加工が任意の形状で可能。板の強度アップで薄板化を

図り、コスト削減や省エネルギーに貢献することが出来ます。 
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●微細深穴加工技術 

 ◇ 型彫り放電加工による難削材のチタン合金の微細

貫通穴加工では、左図のように加工技術を確立 

   ①内径φ０．８ 貫通深さ ５０mm 

②内径φ０．６ 貫通深さ ３５mm 

③内径φ０．４ 貫通深さ ３５mm 

 ◇ アクペスト比で６０以上の高加工技術に取り組ん

でいます。 

 

   

●微細穴加工技術 

◇ 微細穴加工としてφ0.07mmの穴加工技術を研究

し切削加工技術と微細穴加工技術を確立 

●微細バリ除去 

◇ 自社製の特殊電解研磨処理装置により、微細バ

リを除去する処理技術を確立 

 

 

チタン製 骨折治療用小径インプラント 歯科用インプラント手術用器具 

 

 

 

 

 

 

24 動

薬第 2877 号    24 動薬第 2876 号 

  

 

  

  

    

   

    

    

●医療機器製造業(19BZ202062)、動物用医療機器製造業(20製造療第 208)、第二種動物用医療機器製造販売業(25製販

療第 147)  ●中小企業庁「H24 経営革新計画」採択 ●経済産業省「H25 戦略的基盤技術高度化支援事業」採択 
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１．企業概要 

      

 

 

会社名 株式会社 ス ワ 
代表者名 望月 紀夫 

 

窓口担当 望月 直樹 

事業内容 精密切削部品加工 ＵＲＬ http://www.k-suwa.co.jp 

主要製品 自動車、ＯＡ機器、計測機器、医療機器 

住所 〒403-0001 山梨県富士吉田市上暮地 6-6-2 

電話／FAX番号 0555-30-0115／0555-30-0116 E-mail n-mochizuki@k-suwa.co.jp 

資本金(百万円) 5 設立 2003年 7月 売上(百万円) 200 従業員数 15 

          
２．ＰＲ事項 

３．特記事項 

『微細穴加工で、アスペクト比 60 以上の高加工技術を確立』 

『チタン製/ＳＵＳ製_微細医療機器の加工組み立て加工技術』 

 

http://www.k-suwa.co.jp/
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１．企業概要 

                    
  

会 社 名  有限会社程原製作所 
代表者名   程原 正明   

  窓口担当  程原 誠   

  事業内容  治工具/組立自動機 企画 設計 製造 U R L http://www.hodohara.co.jp   

  主要製品  振動溶着治具・超音波溶着治具・組立治具・自動機・ダイヤモンドホイール   

  住  所  〒402-0023 山梨県都留市大野 42-1   

  電話／FAX番号  0554-43-0255／0554-43-3196 E-mail mail@hodohara.co.jp   

  資本金（百万円）  5 設立年月日  昭和 36年 4月 1日 売上（百万円）  240 従業員数  21    

                    
２２．．ＰＰＲＲ事事項項  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１１年１０月にベトナムホーチミン市に設計事務所を設立いたしました。現地スタッフ４名で設計業務をおこな
っております。設計のコストダウン、オフショアなど請け負わせていただきます。ローカル金型メーカー、設計メー
カーとパートナーシップを結んでおります。 ご希望やお問合せなどはお気軽にご連絡ください。 
【業務内容】 治具設計、機械設計、モデリング、部品図作成、リスト作成、組図作成 
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３．特記事項 

各種生産設備/治工具の設計・製作・組立が最も得意です！！ 

////// 私たちの強み ////// 

・仕様書やポンチ絵、構想文書などからお客様の思いを具現化！ 

・設計からアフターメンテナンスまで一貫したフルサポート！ 

・振動溶着治具で培った構想力/企画力/生産性！ 

 ［ メンテナンスの容易性、歩留りの生産性改善、作業者にやさしい配慮 ］ 

・ダイヤモンドホイールで培った精度追求！ 

 [ サブミクロンオーダーの品質維持、意匠性も含めた総合的品質 ] 

 

お客様から仕事を通じて教えていただいたこと、それが強み。 

価値あるワンストップサービス！！ お客様のニーズに応えるチーム、揃っています。 

【 国内パートナー 】 

ものづくりの全てのシーンにパートナーシップを結び、 

お客様の工程内の過負荷を低減し価値あるコスト 

ダウンを図ります。 

【 海外パートナー 】 

ベトナムローカル金型メーカーから良質で安価な金

型、部品を調達することで価値ある『プラス』をお届け

いたします。 
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１．企業概要 

                    
  

会 社 名  有限会社 ダイエー製作所 
代表者名  手塚 明仁   

  窓口担当  和気 弘志   

  事業内容  金属プレス加工 U R L http://www.daiei-eletecfj.co.jp   

  主要製品  家電部品、カメラ部品、自動車部品、建築金物、カーオーディオ・パソコンフレーム、筺体   

  住  所  〒４０５－０００７ 山梨県山梨市七日市場１０３３―１   

  電話／FAX番号  0553-22-3294／0553-22-3358 E-mail tezuka@daiei-eletecfj.co.jp   

  資本金（百万円）  3 設立年月日  昭和年月４３ 売上（百万円）  220 従業員数  3300    

                    ２２．．ＰＰＲＲ事事項項  

 

 

少数精鋭を念頭に掲げ、多品種・少量の製品、すきま産業を、狙いながら営業を行なっております。日本のも

のづくりの原点、中小・零細企業の利点小回りのきく会社を目指しています。 

プレス機には、リンクモーション・油圧クッション付も所有しておりますので、より絞り精度を上げておりま

す。また、汎用機・絞りタイプのプレス機（アマダ）にも、ＮＣロールフィーダー、及びＬＦＤ５００Ｖ 

（５００幅、４００幅）を装備し、順送製品にも対応可能にしております。 

加工板厚は０．１ｍｍ～８．０ｍｍまでのプレス可能です。 

 

 

数１０個（単発加工）から数１０万個（順送加工）までの加工にお答え出来る設備をそろえております。 

７～１７トン＝８台、３５～４５トン＝９台、６０～１５０トン＝１１台 合計２８台 

板金加工会社とも連携し   ①プレス⇒板金⇒プレス 

（筐体もＯＫです）    ②レーザー⇒プレス⇒板金⇒カシメ⇒溶接⇒組立⇒塗装 

あらゆるパターンにもお答え致します。 

＊協力工場の規模縮小による移設型での対応も致しますので、お気軽にお声かけして下さい。 

３．特記事項 
弊社の関連会社(株)エレテック富士（ＩＳＯ９００１／：２００８認証取得）では、高速プレス機１６台で 
コネクター、リードフレーム、シェルなどを加工し、高速プレス加工では、１５００SPMまでなら加工可能です。 
また、専用プレス機でのフィルム抜き加工も行っています。 
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プレスで加工出来るものなら、電子部品 0.1ｍｍから建築部品 8.0ｍｍまでチャレンジします 
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１．企業概要 

                    
  

会 社 名  株式会社トーコー 
代表者名  渡辺 裕治   

  窓口担当  渡辺 裕治   

  事業内容  精密板金加工・焼付塗装 U R L ―   

  主要製品  半導体・液晶製造装置用精密板金加工部品、制御盤等の板金加工品、焼付塗装   

  住  所  〒403-0001 山梨県富士吉田市上暮地 131番地   

  電話／FAX番号  0555-22-8411／0555-22-8414 E-mail toko@fgo.jp   

  資本金（百万円）  12 設立年月日  昭和 51年 11月 売上（百万円）  ― 従業員数  23    

                    

２２．．ＰＰＲＲ事事項項  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．特記事項 
●山梨県管理力重点指導工場（指定番号１７号） 
●山梨県板金・溶接技術研究会会員  
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板金加工・筐体（架台）加工から焼付塗装まで 社内一貫体制 

         Ｑ・Ｃ・Ｄ お客様に満足いただける様に改善の推

進 

の加工課題・コスト課題を解決致します！ 

レーザー加工機 レーザー･パンチ複合加工機 

■ 下記に掲載“加工ｻﾝﾌﾟﾙ”の様な 

角パイプ・丸パイプを加工･溶接 

加工精度向上により様々な形状に対応 

溶接作業時間も短縮 

スピ－ド化・低コスト対応 

■ タップ加工・成型加工(金型必要)の機械化、 

スピ－ド化・低コスト対応 

 品質の安定 

加工サンプル 

 

塗装部 
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１．企業概要 

                    
  

会 社 名  株式会社マステック 
代表者名  手塚 勝広   

  窓口担当  佐久間 博   

  事業内容  気密部品 BASE,CAN／輸出入 

石英加工/脆性材加工 

U R L http://www.t-mastec.com   

  主要製品  ハーメチックシール、石英板、棒、レンズ材料、ポリシュ研磨   

  住  所  〒400-0212 山梨県南アルプス市下今諏訪 386-5   

  電話／FAX番号  055-284-2408／055-283-1371 E-mail info@mastec-ltd.co.jp   

  資本金（百万円）  10 設立年月日  平成元年 5月 売上（百万円）  100 従業員数  10    

                    

２２．．ＰＰＲＲ事事項項  

 

 

 

水晶振動子各種センサ用 ハーメチックシール（気密端子）の輸入販売 

水晶振動子用 BLANKの加工（低周波１４φ） 

石英ガラス、脆性材の切断、丸目、研磨加工 

 

 

加工サンプル例 （ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、ﾌｨﾙﾀｰ、水晶振動子用 BLANK、板、丸棒等）       （保有設備） 

MWS―610ワイヤーソー  3台 

マルチブレード切断機    4台 

ロータリー研削盤       2台 

フライス             1台 

ボール盤（150CM）      1台 

センターレス          1台 

角度測定 X－RAY      1台 

研磨機 9B（GC＃2000）   2台 

研磨機 10B（GC#3000）   2台 

研磨機 10B（ポリッシュ）  4台 

研磨機 4B           １０台 

二頭丸目機          1台 

レーザー干渉計       1台 

オスカー4HEAD ポリシュ  1台 

 

３．特記事項 
 
「欲しいときに（納期）」「欲しいものを（品質・価格）」「欲しいだけ（数量）」を信条としております。 
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 石英ガラスの各種加工や輸出入についてご相談にお応えします！！ 
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１．企業概要 

                    
  

会 社 名  有限会社アクトロン 
代表者名  土屋 康久   

  窓口担当  土屋 康久   

  事業内容  検査装置、自動制御、要素開発 U R L http://u-actron.com   

  主要製品  接触式平坦度測定装置、緑内障検査システム、LEDの外観／特性検査・テーピング装置   

  住  所  〒400-0202 山梨県南アルプス市下高砂 292-3   

  電話／FAX番号  055-280-5150／055-285-8150 E-mail yt_act@eps4.comlink.ne.jp   

  資本金（百万円）  10 設立年月日  昭和 63年 5月 売上（百万円）  85 従業員数  8    

                    

２２．．ＰＰＲＲ事事項項  

 

 

 

● 得意とする開発分野 

 【検査装置】 

 画像処理、レーザー変位センサー、接触セン 

サーの特徴を生かした、寸法、形状検査 

 製品仕様に準じた出力波形等、様々な機能検査 

【自動制御】 

 搬入・組立・検査・排出まで含めた自動制御 

【要素開発】 

 企画・設計・実験・試作機開発等ノウハウ提供 

● 開発製品例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●2005年 ハイトロン（接触式平坦度測定装置）開発をテーマとし、経営革新認定を受ける。（山梨県承認） 
●2008年 緑内障検査システムに対し、開発助成金の交付を受ける。（総務省、ＳＣＯＰＥ助成金） 
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３．特記事項 

 

『 アクトロンの由来は、Advanced Computer Technology。 

電気・電子分野エンジニア集団による、真の検査装置メーカーです！ 』 

 

 

 

ンジニア集団による真の検査装置メーカーです！ 』 

● 保有スキル 
 物理量（熱、力、音、長さ、重さ、電流、電圧、 

時間等）測定 

 画像処理およびコンピュータ応用技術 

 レーザー変位センサー・非接触センサー応用 

技術 

 モーター、空圧、油圧、ソレノイド等の自動制御 

 端子面平坦度測定 

＜成形品端子台高さ検査装置＞ 

【成形品端子台高さ検査装置／レーザー式】 
 平坦度検査を正確・確実にしたい 

・ 分解能：１μｍ ， 繰返し精度：±５μｍ 
 測定速度を速めたい 

・ 高速データサンプリング及び解析により、 
測定時間を 5秒以下に短縮 
（34Pin，ﾃｰﾌﾞﾙ移動速度 100mm/s時） 

 材質を問わず測定可能 
・  非接触検査のため、曲がりやすい材質にも

負荷を与えず測定可能 

【緑内障遠隔検査システム】 

 遠隔操作で緑内障を検診するシステムを、産学

連携の一環として、山梨大学、顕微鏡メーカー他

と共同開発しました。 

 業界を問わず、弊社の電子設計、ソフト開発、自

動検査のノウハウがお役に立っております。 

 

 
＜緑内障遠隔検査システム＞ 
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１．企業概要 

                    
  

会 社 名  協和ＡＣＩ株式会社 
代表者名  杉本 信一   

  窓口担当  杉本 郷   

  事業内容  射出成形加工，金型設計，製品設計 U R L http://www.k-aci.jp   

  主要製品  自動車関連部品，航空機部品，アイデア商品開発製品，計測機器部品，半導体装置部品   

  住  所  〒401-0201 山梨県上野原市秋山 11039-1   

  電話／FAX番号  0554-56-2231／0554-56-2671 E-mail toiawase@k-aci.jp   

  資本金（百万円）  3 設立年月日  平成 23年 2月 売上（百万円）  300 従業員数  20    

                    

２２．．ＰＰＲＲ事事項項  

 

私どもは創業以来、プラスチック製品の成形加工および各種二次加工等に携わり、高い精度と多品種少量の

「モノ」を生み出すために試行錯誤を続けてまいりました。 

現代社会で次々と生み出される豊かで快適な生活をおくるための「アイデア」を、実際の「モノ」にするお手伝い

をさせて頂くこと、「モノ」をこの創業の地である「サト」でつくり続けることで、地域の発展に貢献させて頂くことを 

理念にしております。 

① 超厚肉インサート成形品 

ＰＶＣ（塩ビ樹脂）計量器装置部品 

ＰＶＣ（塩ビ樹脂）商品名クッションすのこ 

商品名ジョインパ 

特性 屋外に、紫外線に強い 

 

② 弊社 オリジナル リサクル商品 

ペットボトル PET樹脂再利用成形品 

チューブ絞り器 

ＰＥＴ樹脂の特性 表面光沢、紫外線 

に強い熱、剛性面に強い 

 

③ 次世代の飛行機ボーイング 787に採用 

④ 熱硬化性樹脂（メラミンフェノール） 

タバコの火より強いなど 

複合炭素繊維を利用した製品群、多数 

 

３．特記事項 

樹脂分野でのノウハウや金属の素材、用途や使用環境にあわせた最適な素材選定、製造方法をご提案させて 

いただき、金属素材の計量樹脂化 強度試験、コスト削減などについてご提案いたします。ＩＳＯ１４００１取得 
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ものづくりからサト（里､郷）づくり 
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１．企業概要 

                    
  

会 社 名  株式会社山下精工 
代表者名  山下 剛   

  窓口担当  高原 恵幸   

  事業内容  ねじ・ピン・シャフト類の圧造製品製造販売 U R L http://www.nejiya.ne.jp   

  主要製品  Ｍ１～Ｍ６サイズのコネジ、タッピンネジ、精密ネジ、特殊ネジ、ピン類、シャフト類   

  住  所  〒404-0014 山梨県山梨市牧丘町隼 514   

  電話／FAX番号  0553-35-3033／0553-35-3753 E-mail info@nejiya.ne.jp   

  資本金（百万円）  10 設立年月日  昭和 44年 4月 売上（百万円）  180 従業員数  18    

                    

２２．．ＰＰＲＲ事事項項  

 

 

 

当社はワイヤー線を素材として、圧造（ヘッター）加工と転造（ローリング）加工により、ネジ類・部品類の塑性加

工を行っています。生産サイズとして、Ｍ1.0～Ｍ6.0が製作可能となっています。主要製品は、ＪＩＳ規格品のコネ

ジ・タッピン１種・タッピン２種・タッピン２種溝歯付・各種タップタイプ・ＪＣＩＳ規格精密ネジ・図面仕様による特殊ネ

ジ・段付ネジ・ピン・シャフトなどが有ります。材質は鉄・ステンレス・銅・真鍮・アルミ等、取り扱いをしています。 

 

    

 一般規格ネジ         シャフト・ピン類      精密ネジ（Ｍ1～Ｍ2）     特殊設計ネジ 

 

当社で生産されるネジには、大きく分けて２種類に分類されます。雌ネジに対して入る雄ネジ（コネジ）類と、下穴

に潜り込む（セルフタップ）類です。当社は予てから締結部品であるネジは、締結される相手（雌ネジ・下穴）との

相性で、締結力の良し悪しが決まると考えています。これまで雄ネジ専門メーカーとして操業してきた訳ですが、

今後は締結される相手側と連携を図り、より締結力の向上を目指したいと検討しています。より価値のある締結

力をお求めの際は、山下精工にご相談下さい。 

 

３．特記事項 
 
当社ではこれまでメーカーとして、当社設備で製作可能な製品のみ、取り扱いを行ってまいりました。今回多くの
企業様からご要望をいただき、また多くのメーカー様のご協力を経て、卸小売販売を開始させていただきました。
取り扱い製品は、各種ボルト・ナット・ワッシャー・セムス・スペーサー・リング類等、多種多様なサイズに対応可
能となりました。是非ご利用をお待ち申し上げております。 
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たかがネジされどネジ、繋ぎ止め続ける大切さを、お客様と供に目指しています！ 



                                                      

 

製製  品品  ・・技技  術術  ＰＰ  ＲＲ  レレ  ポポ  ーー  トト  

                    

１．企業概要 

                    
  

会 社 名  株式会社フューチャーズクラフト 
代表者名  赤沼 直人   

  窓口担当  赤沼 直人   

  事業内容  CFRP/カーボン製品製造 U R L http://www.fc-carbon.com   

  主要製品  自動車、オートバイ、航空宇宙、スポーツ用品、医療、風力、工業製品、各種治具等   

  住  所  〒408-0003 山梨県北杜市高根町東井出 1333-1   

  電話／FAX番号  0551-46-2842／0551-46-2843 E-mail info@fc-carbon.com   

  資本金（百万円）  400 設立年月日  平成 17年 10月 売上（百万円）  ― 従業員数  2    

                    

２２．．ＰＰＲＲ事事項項  

 

ＣＦＲＰ（カーボン・炭素繊維強化熱硬化性プラスチック）は、その優れた特性から、ゴルフクラブ、テニスラケット、

釣竿、自転車、スポーツ・レジャー用品、建築用材料、航空・宇宙用材料、自動車・オートバイ用材料、風力水力

発電用ブレード、ロボットアーム、レントゲン機器等の産業用材料まであらゆる用途で活躍しています。 

軽い、強い、剛性が高い、疲労強度が高い、電気・熱の伝導性にすぐれているなど、これからの未来を切り開く

複合材料です。 

 

㈱フューチャーズクラフトでは、国産プリプレグを使用してのオートクレーブ成形をメインとしており、ＣＦＲＰ/カー

ボン製品のワンオフ品、試作品など製品 1個からでも製作いたします。 

オートクレーブΦ2000×Ｌ5000（有効内径）、Φ700×Ｌ900（有効内径）を完備しておりますので大型の CFRP 製

品から小型の CFRP 製品まで生産可能です。 

 

 

 

2009年 9月 1日 株式会社フューチャーズクラフトとして法人設立 
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３．特記事項 

カーボンで未来を創る企業 今、色々な業界でカーボンが注目されています！ 

○企画・デザイン・設計 

○マスター（原型）制作 

○メス型制作 

○CFRP製品製作 

○組立・塗装 

試作品等、製品１個から制作します 
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協力工場探しにお役立てください。山梨の企業が課題を解決します。 

２０１４取引拡大商談会開催のご案内 

発注側企業を募集しています 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 （公財）やまなし産業支援機構では、「２０１４取引拡大商談会」を開催します。 

当日は、ビジネスマッチングを目的とした山梨県最大のものづくりとＩＣＴの展示会である 「山梨テクノ 

ＩＣＴメッセ２０１４」（ http://yamanashi-technoict.jp/ ）と同時開催し、相乗効果を図ります。 

新たに協力工場を探したい、技術開発パートナーを探したいという発注企業の皆さま、ぜひ、山梨県内の有

力企業が参加する本商談会をご活用ください。 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

■日    時  平成２６年１１月１３日（木） １３：３０～１７：００ 

 

■会    場  アイメッセ山梨 Ｃホール 

 山梨県甲府市大津町２１９２－８ 

 

■募集発注企業  山梨県外・内のメーカー、商社 ２０社 

          資材・購買・調達部門、研究開発部門、 

 設備・工務部門、生産技術部門ほか 

 

■参加受注企業  山梨県内の機械金属製造業 １００社 

          機械加工、プレス・板金加工、鋳造、 

表面処理､プラスチック成形、電気機器 

組立、機械装置の設計・製作企業など 

 

■商談方法    会場に発注企業のブースを設け下記の２部構成により面談していただきます。 

[第１部] スケジュール制 

            事前の面談希望調査により作成した時間割に基づいて面談してい 

ただきます。１社との面談は１５分。 

          [第２部] フリー面談制 

              受注企業が発注企業の席へ自由に訪問・面談 

■参加料      無 料 

■申込方法     裏面の申込用紙に必要事項をご記入の上ＦＡＸにてお送りください。 

■申込締切     平成２６年１０月２４日（金） 

          ※お申込みは、お早めにお願いします。お早目にお申し込むいただくことで 

受注企業への事前周知が徹底できますので、ご要望の企業が集まります。 

■主催・問い合わせ先     

 （公財）やまなし産業支援機構 中小企業振興部 経営支援課 

     山梨県甲府市大津町 2192-8 URL：http://www.yiso.or.jp/ 

           ＴＥＬ０５５－２４３－１８８８ 
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会場地図 

 

 

アクセス 

 ・中央自動車道甲府南ＩＣから自動車で５分 

 ・ＪＲ甲府駅から自動車で１５分 

 



                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予約商談の受付 
本フェアを効果的にご活用いただくため、当日の商談を事前に調整させていただく、「予約商談」

を実施しております。 

１ページから１５ページまでの出展企業から、マッチングフェア当日に商談を希望する企業を選

定し、優先度合いが高い順にご記入ください。 

また、商談を希望する時間帯も併せてご記入ください。 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記項目にご記入いただき、平成２６年１０月１６日（木）まで 
に、ＦＡＸにてご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

公益財団法人 やまなし産業支援機構 新市場開拓課  電話 ０５５－２４３－１８８８ 

山梨県産業労働部 産業集積課            電話 ０５５－２２３－１４７２ 

優先順位 商談を希望する出展企業 商談希望時間帯

１

２

３

４

５

公益財団法人 やまなし産業支援機構 新市場開拓課 

ＦＡＸ ０５５－２４３－１８８５ 


